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（写真）Pixabay “マドゥロ政権 ６月末を目途に ABC 諸島との貿易取引再開を検討” 

 

 

２０２１年６月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「欧州連合 選挙協力を検討する技術者を派遣 

～急進野党 欧州の動きに警戒感強める～」 

「グアイド政権 米国へミッション団を派遣」 

「マドゥロ政権 司法改革委員会を発足」 

経 済                     

「COVAX 支払い マドゥロ政権の制裁回避手段」 

「Cendas-FVM ５月の食糧費は先月比６．２％増」 

社 会                     

「Sputnik V ワクチン二次接種は７月から 

～グアイド政権 ワクチン不足を非難～」 

２０２１年６月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 １１月選挙に移民投票求める」 

「未完了の公共事業 総額３５０億ドル」 

経 済                    

「CITGO アルーバ事業からほぼ撤退」 

「Monomeros 労働組合 グアイド政権を非難」 

「ベネズエラ移民 デジタル通貨で仕送り」 

「欧州 マドゥロ政権による制裁上告認める」 

社 会                    

「マドゥロ政権 ABC 諸島との国境開放を検討」 

「ロスロケス諸島 ３０％の住民は接種完了」 
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２０２１年６月２１日（月曜）              

政 治                       

「欧州連合 選挙協力を検討する技術者を派遣      

  ～急進野党 欧州の動きに警戒感強める～」       

 

６月２１日 欧州のボレル外交政策委員長は、ベネズエ

ラで１１月２１日に予定されている全国州知事選・市長

選挙（州議・市議会議員含む）に選挙監視団を派遣する

かどうかを検討する技術者を送ると発表した。 

 

６月１８日にトルコでボレル外交政策委員長とベネズ

エラのアレアサ外相が協議を行っており、同協議の結果

とされる（「ベネズエラ・トゥデイ No.614」）。 

 

ただし、ボレル外交政策委員長は 

「現地での政治的な身の安全を懸念している。大事なこ

とは技術者が選挙実施に障害がないかどうかを検討す

るために確認する必要がある全ての事項を確認できる

かどうかだ」 

との見解を示した。 

 

アレアサ外相は、欧州からの技術者の派遣について歓迎

する意思を表明。ただし、「選挙結果を決めるのはベネ

ズエラ国民の意思であり、外国が決めるものではない」

として一定の警戒を示した。 

 

また、主要野党の中で選挙参加の必要性を主張している

「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス議員は

欧州連合の技術者派遣について好意的な見方を示した。 

 

「我が国で次に行われる選挙に対して技術者を派遣す

る欧州連合に感謝する。これは選挙を通じてベネズエラ

の問題を解決しようとする国際社会の取り組みだ。 

選挙プロセスの信頼を回復することが今、ベネズエラに

極めて必要なことだ。信頼を回復することで市民の意思

は保証される。」と主張した。 

ただし、急進野党のマリア・コリナ・マチャド VV 党首

は、自身のツイッターで欧州の決定について 

「外国の特定のセクターは、何がなんでもマドゥロ政権

の顔を洗うことに躍起になっているようだ。 

欧州連合のボレルという人物には十分注意しろ。 

彼は自分の国であれば決して受け入れないようなこと

をベネズエラ国民に受け入れさせようとしている。 

 

彼らはベネズエラに監視に来たいと言っている。 

ベネズエラに来て何が起きているのかを確認してみろ。 

ここでは人々が食べるものはなく、人々は徒歩での移動

を強いられている。ベネズエラの病院で起きていること

を確認してみると良い。政権が国を破壊し、犯罪者がベ

ネズエラを掌握している。」 

と投稿した。 

 

また、制裁緩和について議論をしようとしているグアイ

ド政権についても非難。 

 

「マドゥロは自分に付いた悪評を洗う必要がある。悪評

が無くならない限り、マドゥロは私腹を肥やすために世

界と関係を持つことができない。外国から融資を得るこ

ともできない。だからマドゥロは制裁の解除を求めてい

る。 

 

不正選挙に参加するのか？彼らは犯罪者ではなかった

のか？不正選挙で偽の野党として参加するのか？彼ら

は政権の簒奪者だったはずだ。もし、マドゥロを政権の

簒奪者だと考えているのであれば、マドゥロ政権は正当

な政府ではない。従って、与党国会も正当なものではな

い。選挙管理委員会も同様だ。」 

と主張した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eac825f1c4ef700d0723e65f953b4f4a.pdf
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「グアイド政権 米国へミッション団を派遣」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.615」で紹介した通り、

グアイド議長は制裁緩和について議論するために欧米

にミッション団を派遣すると発表した。 

 

同ミッション団は主要野党の中で独立系に入るヘラル

ド・ブライ元バルータ市長がリーダーを務める。 

 

他に参加するのは「第一正義党（PJ）」からトマス・グ

アニパ在コロンビア・ベネズエラ代表大使、「大衆意思

党（VP）」からオリビア・ロサノ議員、「新時代党（UNT）」

からノラ・ブラチョ議員らが参加する。 

 

同ミッション団は、６月２１日にはワシントンに到着し、

１日目の予定を開始している。 

 

１日目は、「米州機構（OAS）」を訪問。OAS ではマド

ゥロ政権による拷問などの人権侵害について意見交換

した。 

 

また、ブライ元バルータ市長はミッション団の協議内容

について「マイクを使った交渉はこれまで成功したこと

がない」と言及。つまり、協議の詳細を明らかにする意

思はないことを示唆した。 

 

なお、制裁緩和を議論するためのミッション団訪問を歓

迎しないグループもいる。 

 

米国の「ベネズエラ人政治迫害・亡命協会（Veppex）」

のアントニオ・ホセ・コリナ代表は、グアイド政権を非

難。バイデン政権に対して制裁を緩和しないよう要請。 

 

仮に制裁を緩和してしまえば、これまでの努力が無駄に

なると警鐘を鳴らした。 

 

 

「マドゥロ政権 司法改革委員会を発足」                  

 

６月２１日 マドゥロ大統領は司法改革を行うと発表。 

「司法改革委員会」を発足した。 

 

同委員会の代表は、ディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首（国会議員）、副代表はシリア・フローレス大統領

夫人。その他、米国が制裁を科している最高裁判事のス

アレス・アンダーソン判事らを任命した。 

 

マドゥロ大統領の演説を聞く限り、同委員会が中心的に

取り組む内容は「拘束施設に拘束された人々の罪を適切

に裁くこと」のようだ。 

 

マドゥロ大統領は、「司法改革委員会」に対して、６０

日以内に囚人の拘束状況について抜本的な改革を行う

よう要請した。 

 

カベジョ政権議長は「３０日間で定員オーバーになって

いる拘束施設をカラにする。」と意気込んでおり、ここ

１カ月は、政治犯の解放、あるいは処罰の決定などの動

きがありそうだ。 

 

経 済                        

「COVAX 支払い マドゥロ政権の制裁回避手段」           

 

「ロイター通信」は、マドゥロ政権がワクチン調達費を

COVAX に支払うために、どのような回避策を執ってい

るのかについて報じた。 

 

ロイターが匿名関係者から入手した情報によると、マド

ゥロ政権はベネズエラ国内で行われた外国のクレジッ

トカード決済の送金を利用して COVAX に支払いをし

ているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee9ac384519cdbbea19a8636d9f7988c.pdf
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筆者が国際決済システムに精通していないため、ベネズ

エラ国内で行われた外国のクレジットカード決済をど

のように COVAX 支払いに充てるのか仕組みはよく分

からない（ロイター通信も詳細については報じていな

い）。 

 

この送金処理には民間銀行が関与しているようだが、匿

名関係者はその民間銀行の名前も明かしていない。 

 

マドゥロ政権は、Covid-１９ワクチンの支払いのため

COVAX に１億１０００万ドルを支払っているが、うち

約１０００万ドルの送金が USB 銀行で止まっている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.611」）。 

 

「Cendas-FVM ５月の食糧費は先月比６．２％増」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２１年５月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送

るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２１年５月の基礎食料費は

先月比６．２％増の BsS.８５２，９０２，４０３．２１。 

 

５月の平均レートでドルに換算すると２８４．３ドルに

なる。２１年４月の基礎食料費は３２１．３４ドルだっ

たので、ドル建てで見ると先月よりだいぶ低くなってい

る。 

 

先月のインフレ率は３１．１％だったので、５月に入り

物価上昇はかなりおちついたことになる。 

 

なお、２０２０年６月～２１年５月の１２カ月の累計イ

ンフレ率は１，４４０．２％になる。 

 

 

 

 

社 会                        

「Sputnik V ワクチン二次接種は７月から           

    ～グアイド政権 ワクチン不足を非難～」           

 

過去「ベネズエラ・トゥデイ No.610」で、「Sputnik V」

の２回目の接種は１回目を接種した日から９０日以上

開けるとの決定を紹介した（それまでは２１日だった）。 

 

この件と関連してか、ベネズエラ国軍が２回目の

「Sputnik V」接種のために会場で並ぶ人に対して、

「Sputnik V」の２回目のワクチン接種は７月以降にな

ると伝えたことで問題になっている。 

 

グアイド政権側の医療代表者フリオ・カストロ氏は、

「Sputnik V」の２回目のワクチン接種が１回目から９

０日を置かなければいけないという科学的な根拠はな

いと主張。 

 

マドゥロ政権が、２回目の接種に９０日間のインターバ

ルを置いた理由は単純にワクチンが不足しているから

だと説明。 

 

適切な計画をもってワクチンを調達できていないマド

ゥロ政権を非難。国民に対する迅速なワクチン接種を求

めた。 

 

なお、中国製のワクチン「SinoPharma」「VeroCell」は、

現時点で２回目のワクチン接種を受けている人もいる

ようだ。 

 

報道では現時点でマドゥロ政権は３２３万個のワクチ

ン（「Sputnik V」「SinoPharma」「VeroCell」）を調達し

ているという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7e7e5c7ed7b9f849614ea4e8b54975e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1afc0f026eff11113601eb84d7263bde.pdf
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２０２１年６月２２日（火曜）              

政 治                       

「グアイド政権 １１月選挙に移民投票求める」        

 

グアイド政権側の国会（２０１５年国会）は、外国政府

に対して１１月に行われる選挙についてベネズエラ移

民の投票に協力するよう求める声明を承認した。 

 

同声明文では、外国政府に対して「ベネズエラ移民がセ

ドゥラ（ベネズエラで使用される身分証明書）だけで投

票ができるようにしてほしい」と書かれている。 

 

これまでグアイド政権は、マドゥロ政権下での選挙参加

に否定的な見解を示してきており、現在も基本的には選

挙参加には懐疑的だ。 

 

ベネズエラを離れている人々の多くは野党系であり、彼

らの票を集めるのは野党にとっては重要なテーマだろ

う。 

 

ただし、１１月に予定されている州知事選と市長選は外

国に住んでいる人には投票権がなかったはずだ（正式な

移民ステータスがない場合は、ベネズエラに帰国するこ

とで投票できる）。 

 

この決まりを変えない限り、外国にいるベネズエラ人は

１１月の選挙では投票できないはずだろう。 

 

「未完了の公共事業 総額３５０億ドル」           

 

グアイド政権のマカリオ・ゴンサレス議員は、故チャベ

ス政権、マドゥロ政権下で行われた公共事業の多くが未

完了のまま停止しており、その実質的な被害額は３５０

億ドルになると非難した。 

 

 

 

ゴンサレス議員は 

「政権は国内のインフラを保護する責任を負っており、

適切に公共事業の予算を執行する義務がある。しかし、

彼らはその義務を怠った。その結果、ベネズエラ国民の

生活は悪化しており、現在のような悲惨な状況にある。」 

と訴えた。 

 

経 済                       

「CITGO アルーバ事業からほぼ撤退」            

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、米国の

PDVSA 子会社 CITGO がアルーバに保有していた会社

４社を正式に閉鎖し、アルーバ事業からほぼ撤退したと

報じた。 

 

この４社は正式には米国デラウエア州「CITGO Aruba 

Holdings」が保有する会社。閉鎖した会社は 

「Citgo Aruba Terminal NV」 

「Citgo Aruba Marine Operations NV」 

「Citgo Aruba Supply NV」 

「Citgo Aruba Thrift Foundation」 

 

まだ「Citgo Aruba Refining」の閉鎖だけが完了してい

ないが、倒産手続きは行っているようで、アルーバの官

報で公開させるのを待つ段階にあるという。 

 

２０１６年 PDVSA はアルーバにある「San Nicolas 製

油所」の改修工事を行うと発表。 

 

同製油所の精製能力は日量２３．５万バレル。ベネズエ

ラの超重質油を精製する施設として使用する予定で、４

社はこれらの工事に関連する業務を行っていた。 

 

しかし、２０１９年 グアイド政権下の CITGO は同事

業の停止を発表していた。 
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「Monomeros 労働組合 グアイド政権を非難」         

 

石油化学公社「 Pequiven 」のコロンビア会社

「Monomeros」の労働組合「Sintramonomeros」は、グ

アイド政権を非難する声明を発表した。 

 

同声明によると、グアイド政権は民間企業に違法な手段

で株式を売却しようとしているという。また、

「Monomeros」役員はアドバイザーと称して多額の報

酬を支払っており、「Monomeros」の経営を悪化させて

いるという。 

 

以前から「Monomeros」の資産を安価に購入しようとし

ているグループが存在しており、グアイド政権側と結託

しているとの噂は存在していた。その計画は「プラン・

マカブロ」と呼ばれている。 

 

 
（写真）Factores de Poder 

 

 

 

 

 

 

「ベネズエラ移民 デジタル通貨で仕送り」         

 

「ロイター通信」は、デジタル通貨を使用してベネズエ

ラ人が送金を行っている現状について報じた。 

 

２０１９年にコロンビアに移住したベネズエラ人パブ

ロ・トロ氏は、「Valiu」というアプリケーションを使用

してコロンビアペソをボリバルに両替し、ベネズエラで

暮らす家族に送金をしているという。 

 

「Valiu」というアプリケーションは、コロンビアペソを

一度デジタル通貨「LocalBitcoins」に変え、その

「LocalBitcoins」を売却することでボリバル通貨に両替

している。 

 

つまり、トロ氏はデジタル通貨に全く関心がないが、間

接的にデジタル通貨を使用しているという。 

 

トロ氏によると、「Valiu」は、地元の非正規業者で両替

するよりも簡単に両替でき、送金に必要な手数料も少な

く優れていると説明した。 

 

これまで電子送金をしていたが、ベネズエラで停電が起

きてインターネットが使用できなくなると送金にはか

なりの時間がかかるという。 

 

今は「Valiu」を使用しており、停電後に着金の心配をす

ることなくベネズエラに住む家族に送金ができている

という。 

 

「ロイター」は、停電、ハイパーインフレーション、米

国の制裁などを理由にベネズエラ国民は送金に多くの

障害を抱えているが、デジタル通貨はそれらの障害を克

服するための重要なツールになっていると報じた。 
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「欧州 マドゥロ政権による制裁上告認める」         

 

６月２２日 欧州のルクセンブルク裁判所は、マドゥロ

政権が制裁解除を求めて上告することは可能との決定

を下した。 

 

２０１７年から欧州連合は「民主的な解決を支援する」

との目的でマドゥロ政権に対していくつかの制裁を科

している。 

 

具体的な制裁の内容は 

「指定されたマドゥロ政権高官の欧州域内への入国禁

止」「指定されたマドゥロ政権高官が欧州域内に保有す

る資産を凍結する」「欧州からの武器あるいは武器に転

用可能とされる財の輸出禁止」など。 

 

武器の輸出禁止を除いて、欧州の制裁は基本的にマドゥ

ロ政権関係者への個人制裁であることが米国の制裁と

の大きな違いである。 

 

ベネズエラ政府は、個人制裁についてジュネーブ裁判所

に制裁停止を求めていたが、その求めを棄却していた。 

 

しかし、今回の決定により当時の決定が再び覆る可能性

が出てきた。 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 ABC 諸島との国境開放を検討」            

 

２０１９年２月 マドゥロ政権は ABC 諸島（アルーバ・

クラサオ・ボナイレ）との貿易・人の移動を停止した。 

 

「Cronica del Caribe」によると、マドゥロ政権がこの停

止措置を解除することを検討しているという。 

 

 

 

同メディアによると、マドゥロ政権は６月３０日までに

解除を発表することを検討しているという。 

 

クラサオ・アルーバ・ボナイレは多くの生鮮品をベネズ

エラに依存しており、現在はドミニカ共和国やコロンビ

アから生鮮品を調達している。しかし、価格が高く、貿

易再開を望む声があるという。 

 

なお、６月２３日にファルコン州コロ市で ABC 諸島の

公職者と Fedecamaras の関係者が貿易再開に向けて協

議を予定しているという。 

 

「ウィークリーレポート No.205」でも紹介した通り、

１９年に商取引、人の移動を停止したものの、両国に移

動する人はいるようで、アルーバ・クラサオには大勢の

ベネズエラ移民が暮らしている。 

 

「ロスロケス諸島 ３０％の住民は接種完了」         

 

ロスロケス諸島のヒメネス・ラティア行政長は、ロスロ

ケス諸島の住民の３０％はワクチン接種を行ったと発

表。現在、同島で Covid-１９感染者は確認されていない

とした。 

 

「この３か月間ロスロケス諸島は完全に封鎖していた。

厳しい３カ月だったが、その成果で現在 Covid-１９患

者が存在していない。また、域内住民の３０％は既にワ

クチン接種済みだ」 

と説明した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e9c878f43989d2eb74306c966bec02f.pdf

